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〔蝶蝿熱讃

前立腺癌に対するEstramustine Phosphate
        （Estracyt⑭）の使用経験

長崎大学医学部泌尿器科学教室（主任：近藤 厚教授）

     足立望太郎・中野 信吾

     斉藤  泰・近藤  厚

     長崎市立市民病院泌尿器科

     天本 太平・計屋 紘信

     佐世保市立総合病院泌尿器科

     徳永 毅・居原  健

       十善会病院泌尿器科

        草場 泰之

THERAPEUTIC EXPERIENCE WITH ESTRAMUSTINE PHOSPHATE

 （ESTRACYT⑪）FOR PATENTS W工TH PROSTATIC CARCINOMA
    Botaro ADAGHエ， Shingo NAKANo， Yutaka SAITo and Atsushi KoNDo

       From the DePartment of Urolog．v， IVagasaki UniversitJ School of Medicine，

             Nagasalci，ノ砂侃μ）irector：Prof． A．1（ond・）

           ［｛raihei AMAMoTo and Hironobu HAKARiyA

           From the Department of Urelogy， IVagasaki City Hospital

             Tsuyoshi ToKvNAaA and Ken IHARA

           From彦heエ）吻伽鋸of Ur・1・9ク， Saseb・α砂Hospital

                  Yasuyuki KusABA

            From tlze DePartment of Urogog］， ／uzenkai HosPital

  Estramustine phosphate （Estracyt） was administered to 15 patients with prostatic carcinoma

and its therapeutic effects were followed．

  1． We were able to evaluate IO patients， in primary treatment for 11 patients． Good ciinical

response was obtained in these 10 patients．

  2． Good clinical response was obtained in one of 4 patients having resistance to hormone therapy．

  3． Gynecomastia and gastro－intestinal symptom were observed frequently and hepatotoxicity，

anemia， thrombocytopenia and massive edema were observed in one case respectively．

      緒     言

 前立腺癌の治療は，そのホルモン依存性により，抗

男性ホルモン療法がHuggins（1939）1）以来世界に普

及し，そのすぐれt成果が収められてきた．しかし副

作用としてestrogen療法によって心血管系の障害が

起ることも指摘され，また，抗男性ホルモン療法にも

限界があることが指摘されている．このホルモン抵抗

症例に対して放射線療法，化学療法などが行なわれて

いる．

 estramustine phosphate （Estracyt）はestradiolと

nitrogen mustardとの結合体であり，estrogen作用

とcytotoxicな作用を同時に期待きれる薬剤である．

 われわれは今回，本剤を未治療ならびにホルモン抵

抗性のある前立腺癌思者に対して使用する機会を得た

ので報告する．

対象ならびに方法

 対象は長崎大学病院泌尿器科およびその関連病院に

入院した前立腺癌患者15例で，そのうち初回治療のも

の（第1群）と抗男性ホルモン療法に抵抗性を示したも
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（の第II群）に分けると， 1群11例， ll群4例であ

った．転移（一）症例はすべてstage Cであり1群に8

例，II群に1例の合計9例，転移（＋）のStage Dの症

例は1群に3例，工1群に3例の合計6例であった．

前立腺生検組織像は皿群の1例が未分化癌であったほ

かはすべて腺癌であり，未分化型腺癌5例，中～高度

分化型腺癌9例であった．

 Estracytの投与は転移（一）症例は1日4錠，転移

（＋）症例は1日6錠を原則としたが，症例により全身

状態，副作用などを考慮し最初から量を増減したり，

途中で減量した症例もある．

効果判定法
 志田ら（1978）2）の前立腺癌における抗癌剤の臨床

．効果判定基準に準じて判定した．すなわち転移（一）症

例と転移（＋）症例に分け，前者では原発巣に重きをお

いて，後者では転移巣に重きをおいてその評価得点に

よる判定を行なった．なお，治療前後を通して異常の

なかった項目は除外して算定した．

 判定時期は本剤投与後3ヵ月目に基準をおいて行な

ったが，効果が得られないためあるいは副作用のため

に中止した症例は中止した時点で判定しt．

結 果

 転移（一）症例と転移（十）症例の概要はTable 1～3

に示したとおりである．

 転移（一）症例では原発巣に対する効果は1例を除い

て他の8例はすべて効果があり，1例は副作用が強く

9日間で投薬を中止した症例であり，効果判定の時期

としては早すぎるので判定からは除外した．また，自

覚症状に対してもこの除外した1例を除いて金例に効

果がみられた・

 転移（十）症例では，肺転移のあったものは1例であ

Table 1．転移（一）症例の総合効果判定
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Table 2転移（＋）症例の総合効果判定
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るが本症例は3ヵ月目にはX線上全く肺転移は消失

していた，しかし骨転移に対し．ては全例に効果がみら

れなかった．また，原発巣に対しては1群では全例に

効果がみられたがII群では効果がみられなかった．血

清フォスファターゼについても同様に1群では効果が

みられたのに対してII群ではその効果がみられなかっ

た．自覚症状に対しても1群では効果がみられたがll

群では効果がみられなかった．転移（＋）症例6例の有

効率は50％であった．

 また，1群，II群別の有効率は1群では100％， II

群では25％であった．

Table 3．総合評価

6kgの体重増加状態にあった．

どの変化はみられなかった．

  1  群
転移〔→ 転移〔十ウ  計

  rl  群
転移（一）転移（十） 計

著  効  1

有  効  2

やや有効 4

無  効  0

判定不能  1

1  2

1  3

1  5

0  0

0  1

o  o  o

l  O  l

o  o  o

O  3  3

0  0  0

計   8  3  11 1  3  4

つぎに副作用についてみるとTable 4に示すように

Table 4．副 作 用

1群 II群  計

乳房腫脹
消化器症状

貧血の増強

栓球数減少

肝 障 害

浮    腫

6

2

0

0

0
0

全く副作用をみなかったものは2例のみであり，副作

用としては乳房に関するものが多く9例に，また消化

器症状がこれについで多く，そのために中止せぎるを

えなかったものは1例であり他の症例はほとんど一過

性の食欲不振であり胃薬の併用あるいは減量すること

により正常に復している．その他貧血の軽度増強，栓

球数の減少，肝障害，浮腫が各1例にみられたが，肝

機能障害例は本剤投与後1ヵ月目にGOT 94， GPT

180と上昇し，休薬により2週間後にはGOT 30，

GPT 26と正常域に復したため再投与を試みたが，その

3日後にはGOT 69， GPT 40と再び上昇傾向にあった

ため投薬を申止したところその後1週間後にはGOT

23，GPT 23と正常化した，本症例は再投与により

トランスアミナーゼの再上昇を確認し，本剤と因果関

係ありと判断した．また，1例に著明な浮腫をみとめ

フロセミドを併用し浮腫は軽減したが，3ヵ月目には

考
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しかし心電図，血圧な

察

 estramustine phosphate （Estracyte）はcstradioI

phosphatcとnitrogen mustardとの結合体であり，そ

のcstradiol部分がestrogen作用をnitrogcn mustard

部分がcytotOxicな効果を示し，その共同作用を目的

としたものであるが，本剤の特徴としては前立腺癌に

対して初回治療はもちろん，抗男性ホルモン療法に痴

態性のある症例に対しても有用であろうと考えられる．

 Estracyteの治療効果についての報告をみると，

Nilsson and Jonsson（1976）3）は38例に初回治療として

本剤を使用し，うち36例に他覚的改善をみ，そのうち

肺転移の3例，軟部組織転移の10例，骨転移の3例に

改善をみたといい，酸性フォスファターゼに対しては

上昇していた27例中25例に改善をみたと報告してい

る．また，Mittelman（1976）4）は50例のStage Dで

全例ホルモン抵抗性の愚者に本剤を使用し，判定可能

な44例中8例（19％）に他覚的改善が，44例中15例

（36％）に自覚的な改善がみられたと報告している．

Fossa and Miller（1976）5）は17例に本剤を使用し，6

例（35％）に他覚的改善がみられ，そのうちの1例は

未治療患者であり，既往治療のある16心中5例に他覚

的改善をみ，また，自覚的改善は17例中8例にみられ

たという．片山ら（1978）5）は未治療症例13例に本剤

は全例有効であり，ホルモン抵抗性iを示すIO山田3

例（30％）に有効であったと報告している．これらの

報告例をみると初回治療症例に対しては有効率が高く，

ホルモン抵抗性を示す症例に対しては有効率は低いよ

うである．われわれの症例も1群では全例に効果がみ

られたのに対し，ホルモン抵抗性を示した4例のうち

1例にしか効果がみられなかったのも諸家の報告と同

様である．

 初回治療群はEstracyteに限らず抗男性ホルモン療

法によく反応するものであるが，Estracytcの特徴と

して挙げられているnitrogen mustard部分のcytoto

xicな効果がはたして得られているのであろうかわ

れわれの症例のうち著効を示しt： 1例の治療前後の前

立腺生検組織像について検討してみると，治療前の組

織像は腫瘍細胞はhyperchromatic nucleusを有する

大小不同の細胞よりなり，腺腔を形成するような傾向

を示さず，massiveに増殖している所見を呈していた

が，治療3ヵ月目の生検像は，hyperchromatic nucleus

を有する細胞は散見される程度であり，一部は

nccrosisに陥り，問質の線維組織が浮腫状になってい
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Fig．1，前立腺生検組織像 （H． E．×400）治療前（上），治療後（下）
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るのがみられる．本剤はestrogcn作用のみならず

cytotoxicな効果も有するものと思われる（Fig．1）．

 つぎに本剤の副作用については，Nilssonら3）は123

例中消化器障害8例，栓球数減少2例，肝機能障害，

thrombophlebitis， urticaria各1例と少なかったとい

い，Mittelman4）は44例中消イヒ器障害が約半数に，女

性化乳房2例，肝機能障害が1例にみられたと報告し

ている．また，von Hoff（1977）7）は文献的に本剤投

与によりみられた副作用について述べており，本剤を

静脈内投与を行なうと注射部位のthrombophlebitisが

高率に起り，また，20～25mg／kg／day以上の経口投

与では悪心，嘔吐が起り，下痢もときにみられると言

う，その他会陰部のparesthesiaも数例報告され，乳

房の変化，肝障害，urticariaなども挙げられており，

水・電解質の貯留も起るという．しかし，本剤による

骨髄抑制はほとんどみられないと言う．われわれの症

例も乳房に関するものが多く，ついで食思不振，嘔気

などの消化器障害がみられたがこの消化器障害は1例

を除いては一過性であった．肝障害，浮腫，松田数の

減少した症例は投薬終了あるいは中止後に正常に復し

た．貧血の軽度増強した症例は，投与前にHbI2．4

9／dlであったものが，投薬後1ヵ月目にHb 10．79／dl

となったが，本症例は効果が得られないために1ヵ月

で投薬を中止した．その後の貧血の状態は不変であっ

た．また，本剤を12ヵ月間にわたる長期投与した症例

は局所ならびに転移巣の悪化などをきたすことはなか

ったが，著明な改善も得られなかった．しかし，長期

投与にもかかわらず副作用については，一過性の食欲

不振をみた他は何ら異常をみなかった．

 われわれの成績と諸家の報告をみると，本剤は未治
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療症例に対しては満足すべき効果が得られるが，本剤

の特徴としてのホルモン抵抗性を示す症例に対しては

ある程度の効果がみられるものの充分に満足できるも

のではないようである．

結 語

 estramustine phosphate（Estracyte）を前立腺癌患

者15例に対して経口投与し，つぎのような成績を得

た．

 1．未治療群（1群）lI例に対して，効果判定ので

きた10例中全10例に有効であった．

 2．既往治療群（II群）4例に対しては，1例（25

％）に有効であった．

 3．副作用として女性化乳房が9例と多く，消化器

障害が6例とこれにつぎ，その他肝障害，貧血の増強，

栓球数の減少，浮腫が各1例にみられた．

本治験に使用したEstracyteは日本新薬株式会社より提供を

受けた．
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